図書館報
N u m b e r

1月より、母子保健課の「始めよう！離乳食クラス」で
「ブックスタート絵本講座」を開催

10月、公民館文化祭で
「えほんのじかんスペシャル」開催

２月、
1月、
中央図書館の引っ越し作業が開始 本格的に大規模改修工事が開始
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数字で見る１年
（平成30年度）
2018.4～2019.3
・
中央図書館
大規模改修工事
・
集合事務所１階に
臨時窓口ができました

◆ 貸出

総貸出数

1,733,663冊

●延べ利用者数

604,216人

●市民１人あたり

10.27冊

（全国平均5.73冊）
全国値は人口15～20万人の都市の平均（『日本の図書館2018』より）

◆ リクエスト

総受付数

487,641件

479,049件

●所蔵資料

浦安市立図書館所蔵資料で対応できました。

●新規購入

資料を新規に購入しました。

●相互協力

浦安市立図書館以外の図書館から借り受けしました。

◆

本の案内
レファレンス

総受付数

642件

107,232件

●資料案内

ご希望に添う資料を紹介します。

●調査回答

調べものや研究の相談に応じます。

●利用案内

開館時間や図書館の利用方法を案内します。

◆

7,950件

90,929件
1,028件
15,275件

浦安震災
アーカイブ

東日本大震災に関連した写真・動画、行政
文書のほか市民の皆様の体験談などを収録
したデジタルアーカイブを平成27年7月より
インターネット公開しています。

●アーカイブページビュー数

URL：http://urayasu-shinsai-archive.city.urayasu.lg.jp

96,402件

◆

ハンディキャップ
サービス

所蔵資料
●録音図書（テープ）
74タイトル
●録音図書（デイジー※1）151タイトル
●点字図書
50タイトル
●拡大写本※2
37タイトル
●大活字本
913タイトル
●布の絵本
57タイトル
●病院サービス用資料

574点
151点
125点
370点
2,352点
304点
2,581点

※1 デイジー（DAISY）：Digital Accessible Information SYstemの略。視覚障がい者のための、
カセットテープに代わる国際標準規格のデジタル録音図書。
※2

拡大写本：その人に合った文字の大きさで書き写した本

資料の宅配・対面朗読
●宅配の件数 337件

貸出点数 2,121点

図書館への来館が困難な方に、本や録音資料などをお届けします。

●対面朗読の件数 108件

読んだ資料のタイトル数 136タイトル

目の不自由な方に、本や雑誌など希望の資料をお読みします。

病院サービス
●東京ベイ・浦安市川医療センター
団体貸出総数
407冊
小児科プレイルーム、１階会計課前の図書コーナーに団体貸出をしています。

●順天堂大学医学部附属浦安病院
団体貸出総数
1,427冊
リクエスト

81件

入院されている方へご希望の資料をお届けするリクエストサービスを行っています。
１階の図書コーナーに団体貸出を行っていましたが、令和元年６月現在休止中です。

◆ 子どもと親への
サービス
図書館内で

●おはなし会（ストーリーテリング）
[中央図書館：奇数月第3土曜日、7/21]
昔話や創作のお話を子どもたちの前で語ります。
※夏休みおはなし会含む

4回 12人

●えほんのじかん
[中央図書館：火～土曜日、分館：毎週木曜日]
子どもたちに絵本のよみきかせをします。

479回 3,568人
●おひざのうえでえほんのじかん
［8/14～16］ 3回 68人
●お父さんもいっしょにえほんのじかん
[中央図書館：毎月第１日曜日]9回 78人
●図書館クラブ
[7/26、8/23]
小学校高学年から高校生を対象に、カウンター
での貸出、蔵書検索講座、おすすめ本POP作り
などを体験してもらいます。

2回 17人

●県民の日 絵本と絵本カルタを楽しむ会
/えほんのじかんスペシャル
[6/15] 6回 96人

●科学で遊ぼう

［8/3］
「液体空気の実験」
講師：田部井哲広氏

2回 79人

●赤ちゃんと楽しむわらべうたの会
[偶数月第2金曜日]
「わらべうた」や「絵本のよみきかせ」をします。
講師：職員（司書）

10回 170人
●としょかんのちいさなおたのしみ会
[2/7・21] 7回 90人

●ブックスタート絵本講座
[毎月第2金曜日、1/7、2/1、3/1]

43回 862人

●夏休み子ども防災教室
※日の出公民館との共催
［8/21］

15人

●子ども映画会
[偶数月第2土曜日ほか]

6回 251人

●子どもの本の講座

［7/22］
「メディアにむしばまれる子どもたち」
講師：田澤雄作氏

71人

●親子で楽しむ絵本講座
［［11/1・8］ 2回 42人
講師：職員（司書）
親子一緒にわらべうたや手遊びを楽しみ、
絵本の選び方や与え方を学んでもらいます。

●分館えほんのじかんスペシャル
（公民館文化祭等） 8回 194人

幼稚園・保育園・学校で
司書が
本との出会いの楽しさを
届けています。
絵本のよみきかせ

239回

4,502人

ストーリーテリング

222回

6,460人

ブックトーク（本の紹介） 53回

1,655人

利用案内

15回

243人

講師派遣

15回

240人

その他 ※

217回

4,027人

計

761回 17,127人

※幼稚園等の閲覧利用、育児サークルなどの団体

●団体貸出
子どもたちがいつでも身近に本と親しむことが
できるように、保育園や幼稚園、学校の図書室
などへ図書館の本をまとめて貸出しています。

延貸出利用団体数
年度貸出冊数

235団体
56,469冊

新規貸出と貸出更新を含む

◆ 集会行事

●図書館利用講座

データ：平成30年4月～平成31年3月
参加者数は延人数

●創業支援セミナー

図書館のホームページから図書を検索・予約
する方法をレクチャーします。
[4/6、6/1、8/3、10/5］

前期[6/5・12・19・26、7/3・10]
後期[10/27、11/3・10・17]

4回 10人

312人
※浦安市商工観光課、浦安商工会議所との共催

●ハンディキャップサービス協力者
養成講習会
［5/23、6/20］
講師：松本道子氏

2回 16人

●図書館講演会
[10/20]
「縄文の力」
講師：小林達雄氏

●絵本のよみきかせ入門講座

101人

●非核平和都市宣言記念事業[8月]

[5/17]
講師：職員（司書） 40人

映画「疎開した40万冊の図書」
「原爆の子」
展示「戦時のくらしをふりかえる
核のない、平和な世界を求めて」

●名作映画鑑賞会[毎月第2土・日曜日] 18回 891人
4/14：「わんぱく戦争」 31人
4/15：「グレートデイズ！」 19人
5/12：「エクスカリバー」 30人
5/13：「アビス」 39人
6/9：「縮図」 47人
6/10：「破戒」 45人
7/14：「悲情都市」 60人
7/15：「ナイト・オン・ザプラネット」 41人
8/11：「疎開した40万冊の図書」 34人
8/23：「原爆の子」 65人

9/8：「イミテーション・ゲーム
／エニグマと天才数学者の秘密」 47人
9/9：「グローリー／明日への行進」 40人
10/13：「サウンドオブミュージック」 60人
10/14：「枯葉」 52人
11/10：「菊豆」 78人
11/11：「巴里のアメリカ人」 56人
12/8：「エデンの東」 80人
12/9：「ベニスに死す」 67人

浦安市立図書館からのお知らせ

中央図書館の大規模改修工事が始まりました
浦安市立中央図書館は 1983（昭和 58）年３月１日に開館
してから、 36 年もの年月が経過しました。
この間、施設等の老朽化が進み、ここ数年は本の大敵で
ある雨漏りに悩まされてきました。図書館に対するニーズも
変化し、「希望の本が借りられる」だけでなく「閲覧スペース
を充実してほしい」「使いやすく快適なトイレにしてほしい」な
ど、さまざまな声が寄せられるようになりました。大規模改
修工事では施設の不具合を解消させるだけでなく、「居心
地の良い図書館」「出会いのある図書館」「可能性を開く図

2019 年 1 月より引っ越し開始

図書の箱詰が完了

書架を移動させながらの工事

仮囲いのイラストにも注目

書館」の３つのコンセプトを掲げて、市民の皆様がもっと使
いたくなる図書館を目指しています。
令和２年３月末まで休館することになり、大変ご不便をお
かけしますが、その間は分館や駅前の図書サービスコー
ナーをご利用いただきますようお願いいたします。そして、
中央図書館のリニューアルオープンにご期待ください。
なお、中央図書館の大規模改修工事進捗状況や、分館・
駅前図書サービスコーナーも含めた様々な図書館サービス
を、毎月発行する「図書館通信」で紹介する予定です。こち
らも併せてご覧いただければ幸いです。

「図書館通信」 は浦安市立図書館ホームページでも
公開しています。
→ http://library.city.urayasu.chiba.jp/

浦安市立中央図書館
館長 加藤竜治

集合事務所１階に臨時窓口ができました
Ｎ

至浦安駅

や

な
ぎ
通
り

予約した図書などの貸出と返却ができます。 ご利用お待ちしています。
Ｓ

●

住所 ： 浦安市猫実 1-12-38
受付時間 ： 火～日 ： 午前 10 時から午後５時
休館日 ： 月曜日、祝日（土日を除く )、年末年始

消防署
臨時窓口ＭＡＰ

川

境

なお、 集合事務所には駐車場がありません。 市役所前の立体駐車場
などをご利用ください。
★ブックポストはご用意しておりません。
★中央図書館の資料は外部倉庫へ預けてあるため、 集合事務所にはありません。
★資料の問い合わせ、 予約の申込み、 利用券・パスワードの発行は、 市内各分館をご利用ください。
また、 図書館のホームページからでも、 所蔵資料の予約やパスワードの発行ができます。
★本の紛失などのご相談は分館へお願いします。

至新浦安駅

●
東小学校

●
中央図書館

中央図書館臨時窓口
（集合事務所１Ｆ）

●
文化会館
●オーケー
さく
ら通
り

●

浦安市役所

統計（平成31年3月末現在）
中央図書館
5,296㎡ 蔵書数：719,063冊
利用者数：148,162人
貸出冊数：503,921冊
堀江分館
251.46㎡ 蔵書数：43,492冊
利用者数：35,658人
貸出冊数：111,561冊
猫実分館
244.58㎡ 蔵書数：46,920冊
利用者数：24,958人
貸出冊数：78,360冊
富岡分館
233.60㎡ 蔵書数：46,950冊
利用者数：57,450人
貸出冊数：163,269冊
美浜分館
317.37㎡ 蔵書数：49,196冊
利用者数：37,470人
貸出冊数：112,507冊
当代島分館
197.10㎡ 蔵書数：39,153冊
利用者数：31,586人
貸出冊数：91,438冊
日の出分館
230.02㎡ 蔵書数：55,297冊
利用者数：83,058人
貸出冊数：237,403冊
高洲分館
407.30㎡ 蔵書数：68,884冊
利用者数：60,614人
貸出冊数：191,481冊
新浦安駅前プラザ図書サービスコーナー
利用者数：96,216人
貸出冊数：185,761冊
舞浜駅前行政サービスセンター
利用者数：11,766人
貸出冊数：22,631冊
浦安駅前行政サービスセンター
利用者数：17,278人
貸出冊数：35,331冊

蔵書冊数
図書 1,068,955冊（全国平均603,596冊）※
市民１人あたり6.31冊
（全国平均3.45冊）※
※ 全国平均は人口15～20万人の市の平均
（『日本の図書館2018』より）

雑誌 所蔵タイトル数：522タイトル
貸出冊数： 70,740冊
視聴覚資料
所蔵点数
DVD：
2,961点
ビデオ： 224点
CD：
18,755点
カセット：
89点
レコード： 2,168点
貸出点数
DVD： 25,796点
ビデオ： 117点
CD：
66,336点
カセット：
52点
レコード： 123点
図書館費（平成30年度当初予算）
資料費：76,987（千円)
人件費：287,345（千円）
諸経費：569,068（千円）
合 計：933,400（千円）
職員数： 27名（うち司書27名）
※ 平成31年4月1日現在

還元率※
市民１人あたり
１世帯あたり

18,138円
38,430円

※還元率＝[(総貸出冊数×平均単価※※)
－必要経費]÷人口数または世帯数
※※ 2,305円（『出版年鑑2018』より）

編集後記

今号では、平成30年度の図書館利用統計と新しい
サービスに関するお知らせを特集しました。皆様のます
ますのご利用をお待ちしています。

浦安市立図書館報 第89号
発行日 令和元年6月30日
編集・発行 浦安市立図書館
〒279-0004
千葉県浦安市猫実1-2-1
TEL 047-352-4646
http://library.city.urayasu.chiba.jp/

